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所在地 東京都文京区小石川5 所在地 東京都墨田区向島5

規模構造 鉄筋コンクリート造5階建 規模構造 鉄骨造3階建

戸数 15戸 戸数 2戸

完成年月 平成8年11月 完成年月 平成10年3月

所在地 東京都港区南青山6

規模構造 鉄筋コンクリート造10階建

規模構造　 木造3階建 戸数 27戸

戸数　　　 3戸 完成年月 平成11年8月

完成年月　 平成11年4月

所在地 東京都杉並区梅里2 所在地 東京都港区高輪2

規模構造 鉄筋コンクリート造11階建 規模構造 鉄筋コンクリート造11階建

戸数 54戸 戸数 60戸

完成年月 平成13年7月 完成年月 平成15年1月

所在地 所在地 東京都品川区東五反田1

規模構造

規模構造 戸数 24戸

完成年月 平成16年9月

戸数 28戸

完成年月 平成15年7月

所在地 東京都杉並区下井草5 所在地 東京都台東区台東3

規模構造 鉄筋コンクリート造8階建 規模構造 鉄筋コンクリート造12階建

戸数 32戸 戸数 29戸

完成年月 平成17年9月 完成年月 平成18年11月

フレス井荻 フレス秋葉原

自社分譲物件
株式会社フレス  〒150-0034  東京都渋谷区代官山町10-15ラ・シテ代官山225 403号室
TEL : 03-5459-7188　FAX : 03-5459-7189　URL : http://www.fres.jp

フレス向島

フレス自由通り フレス南青山

フレス新高円寺

フレス茗荷谷

鉄筋コンクリート造
地下1階付11階建

フレス高輪

フレス神田

所在地　　　東京都目黒区
　　　　　　   八雲2

東京都千代田区神田須田町

フレス島津山



所在地 東京都大田区蒲田5 所在地 東京都墨田区横網2

規模構造 鉄筋コンクリート造10階建 規模構造 鉄筋コンクリート造7階建

戸数 35戸 戸数 29戸

完成年月 平成18年12月 完成年月 平成19年1月

所在地 東京都新宿区新小川町8 所在地 東京都墨田区本所3

規模構造 鉄筋コンクリート造6階建 規模構造 鉄筋コンクリート造8階建

戸数 17戸 戸数 21戸

完成年月 平成19年7月 完成年月 平成19年11月

所在地 東京都板橋区大山町 所在地 東京都大田区大森北5

規模構造 鉄筋コンクリート造5階建 規模構造 鉄筋コンクリート造7階建

戸数 27戸 戸数 27戸

完成年月 平成21年3月 完成年月 平成21年7月

所在地 東京都北区東十条1 所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町

規模構造 鉄筋コンクリート造8階建 規模構造 鉄筋コンクリート造8階建

戸数 35戸 戸数 22戸

完成年月 平成21年9月 完成年月 平成22年1月

所在地 東京都品川区北品川2 所在地 東京都大田区北千束2

規模構造 鉄筋コンクリート造9階建 規模構造 鉄筋コンクリート造9階建

戸数 28戸 戸数 32戸

完成年月 平成22年4月 完成年月 平成23年10月

自社分譲物件
株式会社フレス  〒150-0034  東京都渋谷区代官山町10-15ラ・シテ代官山225 403号室
TEL : 03-5459-7188　FAX : 03-5459-7189　URL : http://www.fres.jp

フレス両国

フレス神楽坂 フレス本所吾妻橋

フレス大山

フレス蒲田

フレス洗足

フレス大森

フレス東十条 フレス早稲田

フレス品川



所在地 東京都墨田区石原2 所在地

規模構造 鉄筋コンクリート造10階建

戸数 24戸 規模構造 鉄筋コンクリート造9階建

完成年月 平成24年2月 戸数 33戸

完成年月 平成24年9月

所在地 東京都墨田区向島3

規模構造 鉄筋コンクリート造7階建

戸数 24戸

完成年月 平成24年10月

自社分譲物件
株式会社フレス  〒150-0034  東京都渋谷区代官山町10-15ラ・シテ代官山225 403号室
TEL : 03-5459-7188　FAX : 03-5459-7189　URL : http://www.fres.jp

フレス八丁畷

フレス墨田

神奈川県川崎市川崎区
池田1

フレス両国



所在地 東京都台東区蔵前2 所在地 東京都杉並区成田東4

規模構造 鉄筋コンクリート造8階建 規模構造 鉄筋コンクリート造8階建

戸数 27戸 戸数 35戸

完成年月 平成9年8月 完成年月 平成10年10月

所在地 東京都大田区北千束1 所在地 東京都港区麻布十番4

規模構造 鉄筋コンクリート造8階建 規模構造

戸数 27戸

完成年月 平成12年11月 戸数 93戸

完成年月 平成13年7月

所在地 東京都港区芝浦2 所在地 東京都文京区音羽1

規模構造 鉄筋コンクリート造11階建 規模構造

戸数 57戸

完成年月 平成13年8月 戸数 20戸

完成年月 平成16年2月

所在地 東京都新宿区天神町 所在地 東京都新宿区改代町

規模構造 鉄筋コンクリート造11階建 規模構造 鉄筋コンクリート造8階建

戸数 30戸 戸数 63戸

完成年月 平成16年11月 完成年月 平成23年7月

フレス芝浦 フレス文京音羽

鉄筋コンクリート造
地下1階付11階建

鉄骨鉄筋コンクリート造
12階建

企画分譲
株式会社フレス  〒150-0034  東京都渋谷区代官山町10-15ラ・シテ代官山225 403号室
TEL : 03-5459-7188　FAX : 03-5459-7189　URL : http://www.fres.jp

フレス蔵前 フレス南阿佐ヶ谷

フレス北千束 フレス麻布十番

フレス神楽坂 フレス新宿改代町



所在地 東京都杉並区下高井戸5 所在地 東京都中野区中央3

規模構造 鉄筋コンクリート造7階建 規模構造 鉄筋コンクリート造8階建

戸数 27戸 戸数 28戸

完成年月 平成8年10月 完成年月 平成12年6月

所在地 東京都港区西麻布4 所在地 神奈川県鎌倉市小町3

規模構造 規模構造 土地分譲

戸数 ー

戸数 9戸 完成年月 平成12年

完成年月 平成12年9月

共同事業
株式会社フレス  〒150-0034  東京都渋谷区代官山町10-15ラ・シテ代官山225 403号室
TEL : 03-5459-7188　FAX : 03-5459-7189　URL : http://www.fres.jp

フレス上北沢 フレス中野

フレス西麻布 鎌倉小町

鉄筋コンクリート造
地上4階地下2階建



所在地 東京都目黒区八雲2

規模構造

戸数 9戸

完成年月 平成7年3月 戸数　　   11戸

完成年月 平成8年2月

所在地 東京都港区赤坂1

規模構造

戸数 5戸

完成年月 平成10年8月 戸数 戸数　  　 8戸

完成年月 昭和62年6月

所在地 東京都練馬区豊玉上2 所在地

規模構造 鉄筋コンクリート造3階建 規模構造

戸数 14戸 完成年月 平成3年10月

完成年月 平成2年3月

所在地 東京都台東区浅草7 所在地

規模構造 鉄筋コンクリート造8階建

戸数 15戸 規模構造

完成年月 平成3年10月 戸数 3戸

完成年月 平成6年3月

所在地

規模構造 木造コロニアル葺2階建

戸数 6戸

完成年月 平成10年3月

神奈川県横浜市都筑区
東山田1

鉄筋コンクリート造
地上4階地下1階建

所在地　  神奈川県横浜市
　　　　     中区根岸旭台

規模構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
　　　　     地上4階地下1階建

フレス港北 

神奈川県横浜市都筑区
東山田1

木造2階建

フレス桜橋 鷺沼一戸建て 

フレス豊玉 フレス青葉台
東京都目黒区青葉台1

鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建

企画賃貸管理物件
株式会社フレス  〒150-0034  東京都渋谷区代官山町10-15ラ・シテ代官山225 403号室
TEL : 03-5459-7188　FAX : 03-5459-7189　URL : http://www.fres.jp

フレス八雲 フレス中野坂上

フレス赤坂 フレス南山手 

鉄筋コンクリート
造地上5階地下1階建

所在地　  東京都中野区
　　　　     本町2

規模構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
              3階建


